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(一〉

戦後我が国に紹介されたアメリカの構造主義はその後我が国の言語学界や教育界に大なる影

文法の領域内でそれと従来の所調伝統主義とを比較私はこの論文に於て，響を与えている.

あるものの特徴いうまでもないが，し，両者の聞に見られる異同の点を明かにしようと思う.

従来我が国他のものとの比較が考慮されて初めてそれが可能となるのである.を論ずる場合，

その点への考慮が欠けていることが稀で、なかったと思われる.で構造主義を讃えるとき，

伝統文法ではいかなる順序でそれが並ぶかも

し

例えば名詞を修飾する語が二つ以上あるとき，

充分明かにされなかったが構造主義によるとこれが解決されていると言われることがある.

かしこのようなことが両者の区別をなす本質的なものかは甚だ疑わしい. 動詞を修飾する語

が二つ以上ある場合については，伝統文法でもそれについて述べている.例えば，

H. E. Palmer : A Grm仰 nar01 s，ρoken English ~ 457， M. M. Bryant : Modern English 

and Its H eritage pp. 365-366， A. S. Hornby : A Guide to Patterns and Usage in English 

(句〉

pp. 190-192.それならば，このようなことは，伝統文法でも，名詞の修飾語に関してもなされ得

る筈である.事実 Hornbyの同書 p.174に簡単であるが言及している.構造主義の言語観や

(句〉しかし伝統文法によっても修飾語方法がそれを容易にしたことはあるかもしれないが，

の順序は解決出来た筈で、ある.

また Voiceに関して次のように言われることがある.従来の文法は Johnbeats Paul， Paul 

is beaten by Johnを Activeと Passiveの対応形としているが， これは内容と形式を混同し

Activeと Passiveの対応は Johnbeats たものであり，構造主義の新しい文法からすれば，

しかし伝統派に所属すると思われる大Paul， John is beaten by Paulでなければならないと.

塚高信博士は既に Johnbeats Paulを Johnis beaten bァPaulと比較すべきことを述べて

そのようなこと一方構造派であると思われる W.N. Francisは，(英文法論考 p.72).いる

にかかわらずに， They built a house， The house was builtを対照させているくTheStruc-，. 

N. Chomskyは構造派に属さないのであろture 01 American English pp. 335， 344-345). 

うが，構造派と同様に文法に意味を考慮することを排斥するのである. しかし彼の文法に於て

1. R. B. Leesは Chomsky派であると考えられるが， 'A Multiply Ambiguous Adjectival Construction 
in English' (Languago XXXVI， 2)に於て，アメリカの構造派を批判している.またA.A. Hill v土
'Grammaticality' (W01'd XVII， 1)に於て 'structuralists'とてtransformationists'を相対するものと考

えている.
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は Activeと Passiveの対応は所謂伝統派のそれと同じである (SyntacticStructures pp. 77-

英 78) 結局このような違いも伝統主義と構造主義の本質的な違いによるものではないと思われ

李る
部
紀
要 ( 二 〉

そこでアメリカの構造主義の特徴は何かということに考を進めて行こう. ところがアメリカ

の構造派内でも人によって違いが認められる.従って構造派に賛成する場合も， またそれを批

判する場合も，全体的に考えているのか，ある個人のまたはある特殊の点に関して述べている

のか明確にする必要がある.そうでなければ， とかく問題点が暖昧になり，論点がずれてしま

う.例えば，意味について，この派は一般にはそれを外的なものとするのが特徴である. しか

し細部では異なる.或る人がL.Bloomfieldの刺激と反応 S-Rの説を批判した.それに対

して BloOmfieldの記述が言葉の不足のため，誤解されているのであり， C. F. Hockettがそ

の点をよく説明していると述べられたことがある. しかし Hockett自身がBloomfieldの S

- R図式に欠陥 (defecのがあるとしているのであるから (Manualpp. 6， 12)， Bloomfield 

の図式が誤解されたとは一概に言われない.

そこで構造派内で見られる違いを二三述べてみるE.A. Nidaは Syno.ρsisに於て文型を

Major sentence typeと Minorsentence typeに区別し， Major sentence typeを更に Actor-

action clause typeとGoal-actionclause typeに分ける.そして前者は更に Transitiveclause 

type， Intransitive clause type， Equational clause typeに分けられる.ところが B.Bloch and 

G. L. Tragerは Outline01 Linguistic Analysisに於て， Nidaの Equationalclause type 

もGoal-actionclause. typeも等しく Actor-actionの型の中に含ませている (p.75). P. Rob-

ertsは更に， 基本的な文の型の数は構造の記述の精密さによるものであり，その数は決めに

くいとしている (Patterns01 English p. 297).そして重なるものとして次のような文型をあげ

ている Birdssing， Birds are happy， Pigeons are birds， Robins like worms， Robins con-

sider wormscandy， People feed pigeons crumbs， There is a man here. このようになると

Hornbyの VerbPatt巴rnsに見られるような伝統文法に接近して行くであろう.

品詞の分類は伝統文法でも種々論ぜ、られてきたのであるが， これは構造派でも充分に解決さ

れていない.多くの人は Noun，Verb;Adjective， Adverbの四つの形態上の語類を認めoこ

とには一致している. しかし G.L. Trager and H. L. Smith， ]r.では Pronounが Nouロ，

Verb， Adjectiveと同列にされ， • Adverb はこれらとは別にされている (AnOutline 01 

English Structure pt. 60， 74). C. C. Friesはその TheStructure 01 Englishで Function

wordsの Groupを15とする. しかし Roberts'は前掲書に於て，大体12位であるが (pp.12， 

150)，文の型の場企のように， いかに精密に構造の記述がなされるかによって， その数が左右

されると言う (p.293).そして個々の語の所属の Groupは Friesと一致していない.例えば
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助動詞の do，does， didは Friesによると独立の GroupG をなすが (pp.96-97)， Roberts 

はこれを mustや canと同一群となす (p.274).また Friesは thereforeを普通接続詞 (Con-

とされている when，because， and等と同じく GroupJとするが (p.100)， Roberts junction) 

(pp. 210， 220).品詞の分類に関係する prettilyのーlyは Hockettによれはこれを区別する

(0.ρ. cit. (Course p. 210). Francisによると Derivationの例でありば Inflexionの例である

福
村

(A Short Introduction to English Grammar p. 80) 

その分類の基準や方法も一致していない.

p. 283)， J. Sleddも同様に考える

このように品詞の分類に違いが生じているが，

Trager and Smithは英語に関し語形的分布と統辞的分布に従って二組の語類を作る (0.ρ. cit. 

例えば，無変化の mustは語形的分布から Verbでなく，統辞的分布によっ

(p. 78). H. A. Gleason， Jr.もこのような方法をとる.

p. 74).従って，

従って彼によるとて Verbalである

統辞的分布から英語の beautifulは -er，-estの変化をしないから， Adjectiveではないが，

して Adjectivalである (lntroductionpp. 95-96). Sleddも二様の分類をなし，第一の分類で

beauti-は， chaosは Nounでなく， mustは Verbでなく， beautifulは Adjectiveでなく，

fullyは Adverbではない (0.ρ.cit. p. 81). Francisは前掲書でこの二種類の基準を同時に用

(cf. Nidaも前掲書に於てそのような方法をとっているようである

。ρ.cit. p. 43 footnote). FriesとRobertsは統辞的方法によって語類を決定しているようであ

~. 、一種類の分類を考える.

従って矛盾していると考えられる例もるが，実際には語形的と統辞的二つを共に用いている.

代名詞の場合例えば名詞の所謂所有格は後に名詞を従えても名詞とされているが，見られる.

my， your等は Determinerである (Roberts: o.ρ. cit. pp. 37-38， 289/Francis : 0ρcit. pp. 238， 

しかし Friesでは John'sも Determin巴rの例に246-247/Fries :ゆ• cit. pp. 89， 117-118). 

しかし彼の場合語形的分布がHockettも Courseに於て同じような方法をとるなっている.

または語をなすということが重要な基準となる.従って同拡大され形態上同ーの語幹 (Stem)

一語または語幹で、あれば名詞的， 形容詞的というような呉った種類の分布をなすものでもまと

められて特殊の語群を形成する.例えば，英語で strength，food， etc.は N，long， fals巴， etc. 

は A，American， sweet， etc.は NA.かくして英語の品詞は N，A， V，NA， NV， A V， NA V 

の他に Particleがあることになる.そして Particleは統辞的分布によって下位区分される

それを Particleにも適用すれば，(pp. 225-227). しかし厳密にこのような組合せを考えて，

数は更に多くなり複雑なものとなろう.例えば round，down， etc. A. A. Hillの場合は更に混

雑している.彼は Tragerand Smith式と Hockett式の方法を混合し，例えば content，asle巴p，

(l ntroducti・onpp. abroad等は特殊の分布をなす故一つの組 Adjunctをなすことを提唱する

239-241).彼はまた基準に文強勢をも取入れる.従って例えば， What was the picture painted 

(p. 

またある一つの基準例えば統辞的分布だけを考えても必ずしも←致した結果が得られていな

-144-
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い Friesによると therich， the poor等の rich，poorは大体名詞に対応する Class1で

英 ある 何故なら theと結合する(ゆ cit.p. 118) しかし Robertsによると Adjectiveであ

事 る何故なら V町が前に来得るから(ゆ cit.pp. 15刊のまた Robertsによると Writing

話 則的 is a nuisanceの writingは目的語を持っていて Verbである (p.156) しかしその前

要 に myとか hisが来得るからこれも問題が残ろう Friesは修飾の構造は直接には品詞に関係

しないとし (0.ρ.cit. p. 239)， RobertsもSubject，Object， Modifierなどの機能単位 (Function

unit)は品詞と区別しなければならないとする (op.cit. pp. 154-157). しかし Friesや Roberts

の品詞の分類には，実際には修飾やその他の構造の考慮がなされている.従って彼等は品詞と

機能単位の関係をもっと探く考える必要がある.

Sentence modifierについても必ずしも意見が一致していない Robertsによると， When 

she got there， the cupboard was bare (op. cit. p. 113)の前半や， Usually w巴 goswimming 

every week end (p. 240)の usuallyがそうである Nidaはこれに類するものを動詞主要部

の修飾語とする (0.ρ.cit. pp. 144-146). 

Endocentric construction (内心構造)と Exocentricconstruction (外心構造)についても同

じような状態である Nida によると， have helped， am helping， am helped等の Verb

phraseは外心構造である (0ρ.cit. pp. 199 ffふ Hock巴ttは助動詞 doを外心構造の一種である

Directiveとする (Coursep. 263).ところが H.Whitehallはこれらを内心構造とする (Struc'-

tural Essentz'als pp. 12-13). Roberts は必ずしも明かではないが， Whitehallと同じ意見の

ように見受けられる (0.ρcit.pp. 41， 145， 269).動詞と目的語の関係は， Z. S. Harris (Methods)， 

Fries， Roberts， Whitehall等によれば内心構造と認められる. しかし Hockettはこれを外心

構造とする (Coursepp. 185， 191). Francisもこのように考えている (0.ρ.cit. p. 292). Hillは

このような区別はあまり重要でないとする(ゆ• cit. p. 128).そして ofmeの meを電head'

と呼んでいる (p.249). 

このような違は意味がそれ程問題にならない音素論の部分にも認められる.例えば Hockett

は連接(Juncture)の位置についても Smith，Trager， Roberts等と異なる (Coursep. 61).連

接そのものの性質についても意見がまだ一致していない. このように所謂構造派でも違いがあ

り，それは Francisも認めている〈ゆ.cit. p. 428).このような相違のあるものは時がたてば

解決されるであろう. しかし総てがそうなるとは思われない. またあるものは解決ついたとし

ても，新たに他のものが問題となることもあろう.一方言うまでもなく伝統派内に於ても違い

は沢山ある.例えば Jespersenの ThreeRanks説の如きである.それで我々はアメリカの構

造主義の主なる特徴は何か確める必要に迫られる.

2. Friesはその後考えを変えたようである (cf.英語青年 CVI，2 Eigo Club)~ 
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(三〉

先ず第一に形態の重要視である.伝統派でも Jespersenや Kruisingaはかなり形態を重要視

しかし形態だけで言語が成立するかこれは問題である 勿論言語にとって形態は必している.

Bloch and Tragerは言語を次のように定義する要かくべからざるものではある.

A languag巴 isa system of arbitrary vocal symbols bym巴ansof which a social group 
福
村cooperates. (0.ρ. cit.p. 5) 

Francisは音形態が言語であるとして次のように定義する.

A language is an arbitrary system of articulated sounds made use of by a group of 

humans as a meahs of carrying on the affairs of their society. (0.ρ. cit. p. 13) 

しかしこれらの定義でも言語は限定されてこれらは表面では意味について言及していない.

そしてその限定は結局意味を伴っているということいない音ではなく，限定された音で、ある.

Hockettは人聞の発する音のうちで言語が他のもの例えば咳とか笑声などとになるであろう

区別される重要な基準のーっとして電grammaticstructure'をあげる (Manualp. 17/Course 

pp. 574-575).ところが彼にあっては，文法の基礎的単位である形態素 (Morpheme)では意味

も考えられている (Coursepp. 123， 134). Gleasonも同様である (0β cit.pp. 66-67).彼は言

語にとって内容 (Content)が重要であると考える.彼は内容そのものが意味であるとは考えて

いないが，ともかくこのような点では伝統派に所属するとも考えられるであろう(ゆ.cit. p. 3). 

意味一旦言語であるということを認めてからは，勿論 Huckettの 'grammaticstructure'は，

即ちいかなる形態がし、かなる形態といかに結合するかを考慮しなくてもある程度認められる.

言語でなくとも我々は任意に工夫し定めることしかしこのような外的な構造ならば，である.

言語の場合は意味によってそのような形態や結合形式をとることを我々はが出来るであろう.

認めざるを得ないのである Hillはかなり徹底していて形態素の認知にも直接には意味を考慮

しかし彼でも言語の特質は symbolicであるとし(ゆ cit.p. せず，連接と分布を基準とする.

9)，従って言語は意味を持っとする (p.6).それ故に結局意味の研究は言語学の一部とならざる

を得ないであろう.

J. B. Carro 11は言語を次のように定義する.

A language is a structured system of arbitrary vocal sounds and sequences of sounds 

which is us巴d，or can be used， in int巴rpersonalcommunication by an aggregation of hu-

man beings， and which rather exhaustively catalogs the things， events， and processes in 

the human environment. (The Study 01 Language p. 10) 

しかし彼は言語の組織なる考には意味の組織が本質的なものであると言っている (p.28). Hock-

言語外のものとしているが (Man-

peripheralなものではあるが，centralではなく

-142-
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semantic systemを phoneticsystemと同列においている (Manualp. 14， CoU1'se pp. 137-138). 

英 従って言語外とされたものが言語の研究として言語内のものと同列にあることになる

李 言語の成立に関して形態と意味との相互依存の関係は，丁度 pinとtinの違いを成立させる

語 際の p-，t-， -inの相互依存の関係に似ている この場合勿論 pとtの違いがなければ pinと
要

tinは区別されない.しかし孤立した単なる pとtの違いだけで pinと tinの違いが生じてい

るのではなく， -lnとの結合に於ける p とt即ち pin，tin全体の形態に於てそれが生じている

のである.

Hock巴ttの態度は上に述べたが，彼はアメリカの構造派の一人であるが見解に余裕があり，

最近の論文ミLinguisticElements and Their Relations' (Language XXXVII， 1) に於て，

(utterances-一一C一一村macrosegments一一一C一一歩microsegmentsー十一C一一Hsyllables-一一C

-→)phonemes一一一Cー→componentsのphonologicalstratumと， sentences--C-→clauses 

-cー→phrases-一心-→words--C-→morphemesの grammaticalstratumを認め，以

前からの Dualityhypothesisを明かにする.そして phonologicalstratum から gra~matical

stratumに移るにはある新たな基準が必要であるとし，次のように述べでいる.

In fact，the additional criterion， that must be added to phonological information in order 

to get to the grammatical stratum， is always at bottom semantic， nu matter how disguised. 

このようにしてアメリカの構造派も実際には程度の違いこそあれ意味にたよらざるを得ない

状態である.従って意味論を言語学の一部門と認めざるを得ないであろう. このような点に関

して，デンマークの構造派が意味をも考慮していることは注意さるべきことである.構造派に

所属しないものは現在でも意味を考慮しまた研究の対象とすることはいうまでもない.例えば

Jean Perrot は LaLinguistiq<l.e (Que sais-je?)に於て，言語の研究分野に関して， S. Ull-

mannの ThePrinciρles 01 Semanticsの図 (p.39)を示し，意味の分野を形態の分野と対

等に取扱っている (p.122). Ullmannも同書 pp.317-318で言及しているが， W. S. Allen 

は Onthe Linguistic Study 01 Languages (p. 22)に於て次のように断言している.

And surely without meaning linguistics cannot exist. 

次に言語形態としての音と文字の問題がある. この点構造派は均衡を欠いて音を重要視して

いると思われる.所謂伝統派でも音の優位を認める.そして欧洲の言語学のこの傾向が明治以

後の日本に於ける言語学や国語学に大なる影響を与えたことは時枝誠記博士の力説するところ

である (国語学原論， 国語学原論続篇，現代の国語学). この問題も結局言語とは何かという

ことに帰着する. この場合注意しなければならないことは，本質的でないということと研究の

対象とならないこととは同じではないということである.言うまでもなく対応する文字のない

言語もあるしかし文明国では文字によっても先に言語の定義に述べられているような社会生

活が現に行なわれていることは誰しも認めなければならない.そして音と文字とはかなりの程

3. .C=is composed of 
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そこで文字をも含めて言語と呼ぶべきかどうか問題となる.更に度に対応関係を保っている.

誰がこの研究をなすのか問題となろう.もしこれを言語に含めないなら，

ところが Gleason，Francis等構造派の学者もその言4語学や英語学の著書に於て文字を取扱っ

Hockettは Gleasonがこれを 'writt巴nlanguage' とするのに反対し， 'writing style ている.

アメリカの音戸学者of a language'と呼ぶ (Coursep. 549).しかし彼も文字を取扱っている.

C. K. Thomasもこれらを 'writtenlanguage'， .'spoken language'とl乎び languageはこれら
福
村(An Introduction to the Phonetics 01 American English pp. 39-40). 両者を含むと考える

G. M. Messingもこういう点そしてこのような考が絶対にいけないということはないと思う.

で構造派を批判している ('StructuralismandLiterary Tradition' Language XXVII， 1). 

次に意味とは何かと言うと，既に述べたように構造派は一般には Bloomfield式に，外的な

そしてBloomfieldによれば，現在の我々刺激 (stimulus)と反応 (responsめであるとする

(Language pp. 74-75， 139). の知識ではこのような意味については正確には言えないとする

(0.ρ. cit. pp. 27， 82).しかし Carrollも意味を外的なCarrollはこの点に関しては反対する

FriesはBloomfield流にある現実の言語音のS~R とすることはBloomfield と同じである.

Hockettによる刺激となる状況や行為またはその音に反応する行為が文の意味であるとなす.

と，現実の言行為の anteced巴nt及び consequenceと形態素や発話の意味とは区別され，ある

普通起るとまた指示されるものが現にその場になくとも，特定の場合に現実に起らなくても，

(Course pp. 139-141). R. ころの行為や指示される外的な物と音形態の結びつきが意味である

A. Hall， Jr.も意味を 'them巴aningof any linguistic signal is th巴 situationsin respect to 

which we us巴 it'として 'thesituations in which we use it'と区別する (LeaveYour Lαn-

guage Alone !p. 117). しかしいずれにしても 'overt'な行為や物体だけが主に問題とされ，

のように実在しないものに関するまた「円い四角」think， believe， etc.の 'implicit'な行為，

意味は問題にされないか敬遠される.

従って想像的な仮空の行為も意味の外に出る.例えば， 1961年11月現在「月の世界に旅行し

これで満足出来るかは問また仮定法表現のあるものも無意味となる.た」は意味がなくなる.

また彼等のような立場に立つと， to get done the things we f巴巴1must be done 題であろう.

(Francis o.ρ. cit. p. 6)， we may become so sure (ibid. p. 34)， imagination (Hockett Course 

p. 326)，connotation of unhappy mood (ibid. p. 313)， w巴 aresure (ibid. p. 377)， emotional 

connotations (ibid. p. 432)， introsp巴ctivelyobvious (Manual p. 13)なと、彼等が現に使ってい

Hock巴ttは Manualで int巴rnalな刺激をも考えているる多くの表現の意味はどうなるのか

ょうである (p.12).そうすると問題は我々の周囲の外的な世界だけのことでなくなるのではな

L 、カミ.

意味の取

扱レ方についてはアメリカの構造派に賛成しないJ.R. Firthも意味そのものについては彼等
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に近い (Pa.ρersin Linguistics pp. 190， 219， 225). E. Leisiもそうである (DerW ortinhalt. 

支 pp. 3，川 しかしまた構造派でも既に述べたように Gleasonはこの点伝統的で、ある(ゆ d

季 刊 54) 意味をともかく内的なものに関係するとする立場をとる Ullmannはそれには内在的

部
紀
要

な弱点、 (inher巴ntweaknesses)はあるがうまくゆくというような怠味のことを述べている (0.ρ.

cit. pp. 303-304). S. Potterもこの点 'behaviourism'に賛成しない (cf.Modern Linguistics 

pp. 141 ff.， Language in th写 ModernWorld p. 162). 

(四〉

以上は大体言語とは何かということに関係する.次に研究の方法に移るが，彼等が構造の単

位の異同を決定する基準の一つに分布 (Distribution)がある.ところが実際にある構造単位の

分布を与えられた材料だけで、徹底的に求めることは困難である Francisもこれを認める (0.ρ.

cit. p. 168).従って資料提供者 (Informant)を使って置き換え (Substitution)の操作をなす.

この場合自分が Informantであったなら，置き換えが可能か不可能かは機械的なものではなく

意味にたよっていることが理解出来るであろう. 事実NidaはSyno.ρsisに於て， Hill は Intro・

ductionに於て自分が Informantであるとする.それなら他人が Informantになった場合，

やはり意味にたよっていると仮定しても差支えなかろう.

またこれを今問題にしなくても， ともかく置き換えを利用して分布を調べても，やはり現実

にはある任意の構造単位の分布を徹底的に調べ他のものとの異同を確かめることは不可能であ

ろう.従って実際には，それを簡略にするため， Friesが Structureでなしたように構造的意

味が同ーがどうかと L、う条件で範囲を限定し置き換えが可能かどうか調査することもある.そ

うすれば，彼等が主張する客観性は失われることになるであろう この方法に徹した Harrisも

構造の異同を決定するにある場合は 'equivalent'なる構造に依存する.例えば， She made him 

a good husband because she made him a good wife vこ於て，前半と後半の構造上の違い

は，所謂性 (Gender)を考えても解決出来るが，今一つの解決法は，前半には Shemade a 

good husband for himが同等のものとして置き換え出来ず¥後半には sh巴 madea good wife 

for himが置き換え出来ることであるとする. この場合結局少くとも彼等の考える意味の異同

が関係してくる (Methodspp. 271-273). Harrisのこの方法は 'structuralis ts'と対立している

Chomskyによって代表される 'transformationists'の方法と通ずる Martinet もこのような

場合意味の援助を許容する (Elementspp. 40-41). 

更に調査した範囲内で‘の結果に基づ、いても，構造単位が少数のグ、ループに簡単にまとめられ

るように分布が同ーのものはない.分布は個差を持った例えば個々の猫とか林檎と比較さるべ

きものであろう. Sleddも名詞を修飾する語について，例をあげてこの点を指摘している(英

文法研究 March'59). Hockettもcranberryのcran-，fro， kith， main， sake等の例をあげて分

布に関して，その自由さによって形態素を分類しようとするなら，はっきりした境界線を引く
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ことは困難であると言う (Coursep. 127).ある人々によって 'm巴talanguage' と呼ばれている

philologerと philologistも同じ分布を持ち得ない.分布に限らず彼等

の主張する構造認知の方法は総て語形態，強さ，高さ，連接，位置等外形に基づいている.

ものを材料とすれば，

自然科学の対象と構造派は彼等の研究の対象である言語現象を，このように考えてくると，

しかし実際

は対象外としたものに依存せざるを得ないこともあり， またその方法も実際には必ずしも厳密

には守られていないこともあることがわかる.次に何かしら構造上形態と意味の対応があると

そしてそれに準じた方法をとっていることがわかる.同様に考え，それを限定し，

福
村

認める場合，構造の単位の認知の方法とその後の記述との区別に注意しなければならない.

たとえ認知の方法が形態から行ったとしても，Fries達の言にはこの両者の混同が見られる.

構造の記述は形態を中心としても意味を中心としても

Carroll 

それと意味とが対応しているものなら，

いずれでもあり得る筈である.殊に意味と形態の対応が一対ーでない場合そうである.

もこの点即ち構造認知の方法と構造そのものの記述の違いに注意を促し， 次のように述べてい

る.

As a matter of methodology， it is preferable to attempt the isolation of linguistic ele-

ments pur巴lyby reference to their distributional charact巴ristics，that is， without referenc巴

to th巴irmeanings， but to describe a language without at som巴 pointstating its meanings 

is to set up a code book without a key. (0.ρ. cit. p. 28) 

(五〉

それは直接成分 (Immediate次に今一つの特徴は彼等の認める構造そのものに見られる.

伝統文法に於ても分析された構造に於

て，総ての要素が同一平面におかれているわけで、はない (cf.H. C. House and S. E. Harman 

Descriρtive English Grammar).しかし構造派の示す構造では少くとも原則として各位層は二

項構造をなし，そのような位層が幾段にもなり得て極めて整然としたものである.

ような位層が超分節的な (suprasegmental)要素と語順によって機械的に決定される.

そしてその

constituents) と二項構造 (Binarystructure)である.

しかじある位層の構造が総て二つの構造に分析され，その各々が更に二つに分析され，それ

が位置や超分節的要素によって決定されるとは，あまりに機械的であり， 実際の言語に即さな

Saussur巴は Coursに於て言語形態の特徴として線条性を唱えた (p.103). 超分節的要素し、

しかし本質的には，言語では幅が狭

いことは否定出来ない.従ってどうしても時間的に前後関係が生ぜざるを得ない.従ってこの

これはある程度修正されなければならない.を考えると，

外的な前後関係が内的な構造の分析に常に忠実に従うかは甚だ疑問である.

Vlr-usually (Fries 0ρ. cit. p. 264)， そしてまたこ項に分析されることも絶対的ではない.

彼等も例外のあるこ

Francis しかし彼等が例外とするものが実際例外とされてよいか問題である.

tually any (Francis o.ρ. cit. p. 312)とかの制限がついていることからも，
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は二項構造が適用されない唯一つの場合は red，white and blueのような並列関係の構造であ

るとする(ゆ• cit. p. 356).そしてこの場合は次のように分析される.北
大
文
学
部
紀
要

and blue red 1=竺ア i 

そして red，white， blu巴が直接成分 (IC)のようである.しかしこの場合 andは何か問題が

残る inthe cityもinIthe city， the I cityのように二項ずつに分析されて行くのであるから，

彼らによれば外的に表現された形態が総てこ項ずつに ICに分析されるのが妥当であろう.従

って andも ICの要素とならなければならない.そうすれば red，whit巴andblu巴をとりあ

げるまでもなく， red and bllie， windy but warm等の極く普通の構造も二項構造でなくなる.

このように極く普通なものも例外とみなし二項構造を主張することは事実を歪めることであろ

う.

Hockettは ICの二項構造は最も普通であるが必ずしもこれに限らないとする. しかし彼は

sons and daughtersのようなものは二項構造であるとし andは ICではなくそのそmarker'で

あるとする (Co.ursepp. 153-154).そうすると彼の考える二項構造は他の場合と違ったものと

なり， IC以外の要素なる mark巴rをも認めたことになる.そしてこれは andや butばかり

でなく， both...and， either.一or等にも関係する (0.ρ.cit. p. 185). Hillの IC分析も原則的に

は二つの分割を認める (0.ρ.cit. pp. 253， 277).例えば順序は Friesと異なるが. Did }ohn I 

buy I a new car ?の如くになる (0.ρ.cit.p. 283).また }ohnI picked I the books I upの如

く分割される (0.，ρ.cit. p. 289).しかしこのままでやめることが出来ないようであり，結局 }ohn

the books picked upのような 'reassembly'を考えざるを得なくなる (0.ρ.cit. pp. 308.350). 

それでは上のようなこ項構造の分析の効用が疑わしくなる Gleasonは必ずしも二項を主張し

ない(ゆ• cit. p. 142).実際は構造派に所属すると考えられる Sleddもこれに対して消極的な

態度をとっている (0.ρ.cit. pp.15-16). 

最後に，このような二項構造を決定するのに先に述べたように語順や超分節的な要素による

機械的な方法をとることであるが，これについてはR.B. Longも批判している ('Words， Mea-

ning， Literacy， and Grammar'英文法研究 Feb.'59).例えば Robertsによると， While we 

were waiting， the roof caved inでは，第一段階の分析は waiting と theの聞に起るが，

The roof caved in while we were waitingではそれが roofとcavedとの聞に起る. これは

語順ばかりでなく超分節的要素によっても示される. しかしこのような分析は Longの言うよ

うに 'absurd'であろう. Hornbyによると. He walked round the parktwice before supper 

と Beforesupper he walked round th巴parktwic巴を比較すると，後者では beforesupper 

4. 実際これを三つの直接成分からなるとする意見がある.Nida， Synotsis太田朗訳「英語、ンンタクスの概要」
p.7参照.
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(0ρ，cit. p. 192).上の二つの文にもこのようが強調とか対照のために前におかれたものである

な違いがあるかもしれない.しかしこの為に ICの分析が異るとなすことはやはり問題である.

(0.ρ. cit. p. 168). 

これは Longも批判している anI experienced lawyer， a lawyer I with experienceに於て

目立ってくる.同様なことは Robertsがなしている次のような区別にも認められる. The chil-

この点に関しても Gleasonは余擦のある見解を持っている

福
村

dren on this block I usually go to school on Saturdays， Usually I we go swimming巴very

week end (0ρ. cit. pp. 239， 240).その他 Friesや Robertsの方法によると aborn poet， a 

poet bornも夫々 a I born I poet， a I poet I bornの如くになり違う分析となる.

man on th巴benchも theI tall I man I on the benchの如くなろうが， th巴の機能上これは

Hockettは必ずしも機械的に IC分析をやっていない (Coursep. 188). Francis 

まTこ thetall 

問題であろう.

(op. cit. pp. 312， 316). 

直接成分に分析しまたそれを二項構造に分析すること

も実際に分析する際， Friesや Robertsと異っている

以上のように機械的な方法によって，

の困難なことを実例でもって示してみよう. 次の文はわが国のある高 1の教材からとったもの

である.

"Follow mピ， cried the little man. On they went， climbing up， to the top of the mountain. 

All at onc巴alittle valley opened b巴for巴them.It was level， and on it the grass was 

Rip thought h巴 hadnever before se巴nso beautiful a spot. short and thick. 

Her巴 weretwentymore little old men， who looked very much like the man with the 

They wor巴 tallred caps， their coats had large brass buttons， their trousers were keg. 

short， arid on their shoes were huge silver buckles. 

このような教材の英語にも onthey wentのように動詞の修飾に関し， so beautiful a spot 

機械的に位置によって直接成分に分析することが無理な例が見らのように名詞の修飾に関し，

また Francisや Hock巴tt流に考えても二項構造でない構造も見られる.れる.

従ってこのようなことを考慮すれば，例えば Doyou go ?などの場合， Francisがなしたよ

I~I you I~I とでも山ればなはくなる
たとしても，彼等が主張するような決して簡単なものではなくなる

これがこみ入ると二項構造を認めうに，

これは Francisの前掲書

N. E. Eliasonは Francisの前掲書の書評に於て彼の図p. 388に示された例を見てもわかる.

式を次のように批評している.

Chines巴-boxdiagrams are used throughout th巴 analysisof syntactic structure， a device 1 

find extremely annoying， for it makes me feel like a rat forced to work its way through 

a maze. (American Speech Feb. '59) 

これも時には極めて複雑になることを彼自身認めHockettは彼独自の図式を用いているが，

Modifier ている (Cdursep. 156).またこのような分析では伝統文法の Object，Complement， 
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Hockettは音素の分析についてであるが次のように言う.

実 analysiscannot fill a pigeonhole which is in fa:ct emp臥 orforce 

李伽eis none. (Manual p. 73) 

symm巴try wh巴re

部
紀
要

彼はまた次のようにも言う.

The latter (= the phonemic classification) depends not on what the physical measur巴ー

ments show， but on what the hearer makes 0/ it. (Course p. 442) 

これらの言は言語には機械的に行かない面のあることに気づいていることを表わしていると思

われるが，アメリカの構造派は客観的な構造の記述を主張する余り， Hockettの注意するよう

な誤りを犯しているのではないかと懸念される.

(六〉

このようにアメリカの構造主義の特徴を調べてくると，そこに共通な要素は認められる.そ

れは言行為の聴者の立場に立って客観的に認知し得る形態の構造を客観的な基準によって認知

し記述することである. しかし現実の言語を取扱う場合は，研究領域に於ても研究方法に於て

も，ある者は伝統主義を部分的に認め， またある者はその主張にもかかわらず，実際は部分的

に伝統主義と同じになっていて，そこにはかなりの幅があることがわかる. また構造の規則正

しさを主張するあまり現実の言語から遊離した記述をなす場合も生じている.従って構造派の

ある者と伝統派のある者との距離は一部の者が考えていると推測される程大きいものではな

い. Chomskyの考える文法や Sleddの A Short Introduction to English Grammarなど

はこれを示すものであろう. このように考えてくると， アメリカの構造主義に賛成する者も反

対する者も，少くとも幾つかの点に関して，表面だけの名称の違いに迷わされることなく，一

応その見解や態度に余裕が出来て，建設的なものを発展させて行くものと思われるし， またそ

れは希望される.
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